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国際ロータリーのテーマ
ロータリーは機会の扉を開く
（Rotary Opens Opportunities ）
2660 地区のテーマ
BACK, To the FUTURE
（～基本に戻って、未来へ～）
池田ロータリークラブのテーマ
Together Everyone!

66

ikeda-rc@amber.plala.or.jp

（～素晴らしい出会いを求めて～）
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2020-21 年度

会長

奥村 勝彦

皆さんこんにちは‼️ 3 週間振りの定例会です。皆さん
変わりなくお元気そうでなによりです。
さて、今日は、先ほどご紹介がありましたように、奨学
生の張さんにやっとお会いすることができました。あら
ためて張さん你好‼️私達みんながあなたを歓迎いたし
ます。(熱烈歓迎)です。奨学生制度の一つの目標である
台湾と日本の架け橋に張さんがなられるように勉学に
励むと共に大いに日本の生活をエンジョイして頂きた
いと思います。そのため私達は精一杯サポートしていき
たいと考えています。頑張っていただきたいと思いま
す。(努力、努力、加油、加油)です。
話は変わりますが、先月の 30 日に戦略委員会委員長
の明石さんの主催で戦略委員会が開かれました。前期今
期次期の会長幹事が出席し、「これからのありたい池田
ロータリクラブ」について忌憚のない意見交換をいたし
ました。大変有意義な会合でした。伝統ある池田でこそ、
他のクラブに先駆けて、模範となるようなに革新性を発
揮しなければならないという意見に集約されました。こ
れらをたたき台にして、クラブフォーラム等で皆さんと
デイスカッション致したく皆さんにおかれましても普
段お考えの事柄をご遠慮なく持ち寄って頂きたくよろ
しくお願い致します。今日はこれまでです。謝謝

プログラム
開会・点鐘
ロータリーソング
ゲスト＆ビジター紹介
出席報告
会長挨拶
幹事報告
委員会報告
ニコニコＢＯＸ
本日の卓話

本日の卓話
「子供達の歯の健康
について」
卓話者： 木平 朝子 会員

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤幹事報告✤
幹事

北林

寛崇

（地区より）
①2021-22 年度（次年度）ガバナー公式訪問
に関するご案内
（会長エレクト、幹事エレクト）
②2022-23 年度ガバナー補佐 立候補推薦書
送付のご案内
（奥村会長）
③ロータリー学友会 総会開催のご案内
（奥村会長、北林幹事、
青少年奉仕委員長永田会員）
④第 49 回ロータリー研究会
オープンフォーラム参加登録のご案内
（奥村会長、池田 RAC 東條会長）
⑤地区大会・クラブ紹介用写真または
ビデオ動画提供のお願い
（奥村会長、北林幹事）
⑥「ロータリーの友」2020 年 10 月号
推奨記事のご紹介
（奥村会長、北林幹事、広報委員長永田会員）
⑦10 月度ロータリーレートのお知らせ
（1 ㌦＝105 円）
⑧クラブ休会情報の共有について
（奥村会長）
⑨10 月度ガバナー月信配信のお知らせ
（会員各位）
⑩ロータリー財団地区補助金とグローバル
補助金授与と受諾の条件改定のお知らせ
（奥村会長、北林幹事、
国際奉仕委員長名村会員）
⑪新型コロナウィルス感染症への
対応について
（奥村会長）

２ みんなに公平か

（池田市献血推進協議会より）
⑫令和 2 年度池田市献血推進協議会定期総会
（書面決議）の結果について
（奥村会長）

✤ニコニコ BOX✤
プログラム担当：橋本
ニコニコ 担当：幸田
奥村
徳永

昌也
伸明

会員
会員

勝彦会長：張さん、ニーハオ！！
昭夫会員：結婚記念日を頂いて。50 数年
になります。何とか 2 人 3 脚
で過ごしています。互いを信
じることです。
橘高又八郎会員：配偶者誕生日を頂いて。
北野 紀之会員：金婚式も 3 年前に終わりまし
た。お蔭様で元気です。あり
がとうございます。
吉岡
崇会員：卓話させていただきます。
奥村 昌也会員：本人誕生日のお祝いを頂いて。
田嶋也寸志会員：結婚記念日を頂いて。
豊田 脩一会員：結婚記念日を頂いて。
南 みどり会員：張さん、ようこそ。お会い出
来て嬉しいです。
笹川 哲士会員：欠席のお詫び。

✤10 月のお祝い✤

本人誕生日
奥村 昌也

会員

３ 好意と友情を深めるか

４ みんなのためになるかどうか
✤前回の卓話✤

配偶者誕生日
橘高 光
様
林 のぞみ 様

石橋の小さなビジネスホテル
結婚記念日
徳永 昭夫
北野 紀之
豊田 脩一
田嶋也寸志
笹川 哲士

～Go To トラベル～

会員
会員
会員
会員
会員

吉岡 崇 会員
①ビジネスホテル

やさか

を経営するまで

○

ビジネスホテル やさか

○

池田ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 会員 会長

○

箕面ゴルフクラブ 評議員
〃

代表

理事・役員
（ｴﾁｹｯﾄ・ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ委員長）

○

池田青年会議所 OB

②ＧｏＴｏトラベル事業（消費者）

✤ご紹介✤

宿泊費の３５％ 1 日 2,000 円を上限（日帰りは
10,000 円上限）2 泊では 40,000 円
地域共通クーポン 1 日 6,000 円を上限（日帰り

米山奨学生

張 亦瑾 様
（立命館大学人間科学研究科）

は 3,000 円上限）
申込方法 3 つ方法がある
Ａ、楽天・じゃらん等のネット業者通じて予約で
申し込む
Ｂ、旅行社を通じて申し込む
Ｃ、ホテルに直接申し込む
参加条件（新しい旅のエチケット）
チエックイン時の検温

池田ＲＣのテーマ「Together Everyone!～素晴らしい出会い（機会）を求めて～」
旅行者の本人確認（免許証・マイナンバーカード
等

本申請・・・・・7 月 31 日（土）～8 月 21 日（金）

写真付き証明書の提示）

浴場や飲食設備での３密対策の徹底

やさか は A パターンで登録（楽天）

食事の際の 3 密の会費

7 月 31 日に申請⇒8 月 28 日許可される。

マスクの着用

9 月 1 日より楽天の HP に掲載

地域共通クーポン
商品券・・・1,000 円のみ
電子クーポン・・・1,000 円・2,000 円・5,000 円
3種

皆さんが GoTo トラベルを使うなら
旅行業者を通すのがお勧めです。
（大きな旅行者がお勧めです）
宿泊料以外の交通費やレンタカー代金も含まれる。

現在・・・9 月は 5 件 GoTo トラベルで予約あり
10 月現在予約は 11 件入っています。
それ以外の通常の予約はほとんどない状態です。

④ＧｏＴｏトラベル事業の問題点
１．申請から登録完了まで時間がかかりすぎ。
HP の資料や毎日送られてくるメールのチエック
が必要。
・例えば、マイナンバーカードを申請したら、7 月 10 日

③ＧｏＴｏトラベル事業（事業者）

⇒9 月 27 日
・4 か月かかった人も

パターンＡ
旅行会社・OTA からの予約のみを給付対象の場合
（楽天・他）
（OTA とは・・・オンライン トラベル・エイジェントの事）

第 3 社機関→不要 登録方法→情報登録
パターン B
宿泊事業者が、直接給付金の給付申請を行う場合
第 3 社機関→必要 登録方法→給付枠申請
パターン C
第 3 社機関が宿泊事業者に代わり、給付金の給付
申請を行う場合
第 3 社機関→不要 登録方法→情報登録
（事後還付手続き・・・7 月 22 日まで 終了しました）
仮登録申請・・・7 月 21 日（火）～7 月 30 日（金）
7 月 21 日から開始
仮申請をしている場合には、必ず本申請も必要となり
ます。

・はがきが送られて来たら、本人が市役所に行って、順番
待ち 30 分程度か・・・また免許証とメールの書類
印鑑が必要でした。

HP から書類をダウンロードするのに、大量の書
類がある。GoTo イートも始まりますが、小さな
お店では

登録に面倒なうえ

説明も不十分で悩

んでいるお店が多い。
２．GoTo 事務局のフリーダイヤルはいつも繋がらな
い状態
３．楽天や GoTo トラベルに連絡するも、まだ決まっ
ていない、分からないの返事。
４．第３者機関を通すと、売り上げの１．５％のマー
ジンを要求される。
５．第３社機関からの振込が何時あるのか不明。
６．GoTo イートも始まりますが、小さなお店では 登
録に面倒なうえ

説明も不十分で悩んでいるお店

が多い。

平井卓也 デジタル大臣に改善策の最
後の期待をします

池田ＲＣのテーマ「Together Everyone!～素晴らしい出会い（機会）を求めて～」

10 月のスケジュール

ポリオプラス基金

7

水 3178 回例会

14

水

3179 回例会

21

水

3180 回例会

9月16日時点累計

6,228 円

28

水

3181 回例会

10月7日分

1,247 円

累計

7,475 円

ガバナー補佐訪問
クラブアッセンブリー②

義捐金ＢＯＸ
9月16日時点累計
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

赤とんぼ
夕焼小焼の 赤とんぼ
負われて見たのは いつの日か
山の畑の 桑の実を
小籠に摘んだは まぼろしか

129,564 円

10月7日分

1,547 円

累計

131,111 円

ニコニコ箱の累計
10 月 7 日現在

388,000 円

十五で姉やは 嫁に行き
お里のたよりも 絶えはてた
夕焼小焼の 赤とんぼ
とまっているよ 竿の先
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

10 月 21 日（水）例会
卓話の題：「超アマチュアが思う
ゴルフスウィング」
卓 話 者： 鶴原

英生

会員

